
6。 講座の詳細 (シラバス)

大学名
(日

(Engiish) Q■良ェNormal UnivcrЫ ty

統 タイトル
(日 本語) 翻訳・ の 点からみるアジア共

(EIュ glish) Estabitshmcnt oFAsian Community:4 TranSiatio■ and lntcrPretation

講座実施翔 FH] 2022 年 8月 31日 ～ 2022年 12月 14日 講座実施曜日/時間 日/14 : 00へ学 16 1 00

(日 オ《言吾) 翻訳 科、ビ 、日 と

(Engiish) ,Business Dcpartment Sclkool ofTransiation Sttdics

講座対象学部
及び学科名

受講対象学生数 60    名 受講対象学年 学部2年 講座で使う言語 英語、日 と韓国

日付 講義テーマ
講師名

(姓 ) (名 )

講師所属機関名

第1回 (日 本語) いかに「物語1の 中国を表現するか―中国学術の翻訳

Chinesc Studics Transttationt How to Teli Chinaと i thc‖ StoricsX

侯

Hou

冬梅 曲阜師範大学

DongMei QHfu Nol■ nat Univcrsity
8/31 (En廷

`ISh)

第2回 (日 本語) 中国翻訳のあり方について 津 田

Tsuda

量

Ry6

国際関係学院

9/7 (Eれgiish) The【dcai Condition ofChinesc‐ Japanese Transiation

第3回 (瞬 本語 )

(Englsh〉

における『大明律』 訳と研究 旦 純 上海外国語大学

9/14 Traれ Siation and Rcsearch ofthc Creat Ming CodC of itt Korca Wu Chu■

暁蘭 曲阜師範大学第4回 (日 本語) 社会学視点に基づく通訳研究

11lterprcting Studicsと omこic Sociological Pcrspcctive

孫

9/21 (Engtish) Sun XiaoLall QuA:Nosnal Uttivcrsity

金 微哲 延世大学第5園 (日 本語) 韓中・中 の応用と実践
Appiicadott nnd Pmcttcc orKo「 catl・Chれ icsc nnd Chinescよ酌real Transttton tt hicrprctlllB9/28 (Englsh) Kim Hyun Chcol Yonsci Universit)'

第6園 (日 本語) 中 の比較と翻訳 楊 春梅 曲阜師範大学

10/12 (Engtish) A Scmanヽ c ConiP■ ■scn orChincsc and Enど お繊i Words and thc iniphca`ons For Tr■ lslaい oぉ Yang ChunMci Qutt Normat Univelsity

第7回 (日 本語) 物語』の漢訳ことわざ
A,ュ

=重
【Rlysis cFidiol14S in tlle Chinesc transと adon of血 c Tale ofCctiJi

趙 暁燕 四川外国語大学
XiacYa農

1(1/19 (Enghsh) Zhao

第8回

10/26

(日 本語) 』タイト 仲 維 芳 曲阜師範大学

(Enghsh) Thc Transiation ofThc Titと o ofthc Bcok― A Dream in Red Mansio■ s Zとlong WeiFanB Qutt Normat University

第9国 (日 本静) 文学のイメージと翻訳研究―『紅楼夢』の赤を例に
Image Frttsiation in Litcl`■ り VヽorkS:A Sam,lc Sllidy of“ Rcぎ '〔n Hongloutiュeng

顧 偉 蘇り寸1大学
Wci Suzhou University

11/2 (Engtish) Gu

.第 10国 (日 本語 ) 中日同形語の翻訳 ,とイこついて 密J 珊 曲阜師範大学

11/9 (anglsh) A Comparat市c Study ofChincsc attd Japamese Hol芸 loBraphs Trallstation Liu Shan Quru Normal University

第■回 (日 本語 ) 通訳の 的 に関す 宋 妹期 中国石油大学(華東 )

室lれ 6 (Engiish) Research ott Orality feattrcs of ilitettFCtlag Song ShuXiそょli

第12回 (日 本語) 日 llミユ 衛 国 曲東大学

11/23 (Eれ glish) Thc Discussion of Chinesc‐ JaPaneSC ttanslation Shi WeiGuo ShanDong University

第13回 (瞬 本語) 韓国における『孟子』の翻訳
The transiation ofttvlcncius in the Contemporary Repubic ofKorca

侯

Hou

暁丹 曲阜師範大学
XiaoDall Qじ角 NOrm〔1l Un市ers■y

とこ/30 (English〉

第14回 (日 本語) 文 らみる日 及び翻訳 李 運博 対外経済貿易大学

12々 (EⅢ憲tiSh〉 Japancsc Linguistics and tmnslation rescarch flom tilc pcrspcct持 c ofPhtioiogy Li YunBo

第15園 (日 本語 ) 今、なぜアジア共同体なのか 鄭 俊坤 ユーランア財団

12/14 (English) Vヽhy has itturncd to bc asian con」 nuniげ now Chung JoonKon Eurasia Foundation

第 16回 (日 本語)

(English)

第17園 (日 本語)

(Bnglish)

第18回 (1日 本語)

(これglish)

第19回 (日 本語 )

(English)

第20回 (日 本語)

(じ ngtish)

(21CA■ P2〉


